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□開催月日
平成１５年１０月５日(日)

□会場
東京農業大学世田谷キャンパス

 題目 副題 発表者1 発表者2 発表者3 発表者4 発表者5 発表者6 発表者7 発表者8 発表者9
第Ⅰ会場

ZK030101 高知県伊野町南部における住民の河川空間の認識に関する研究 野崎 誠
ZK030102 集合住宅における環境共生の取り組みに対する居住者意識調査 グリーンプラザひばりが丘南を事例として 武田 重昭 石田 晶 佐藤 浩幸 真鍋 千恵子 若林 佐代子
ZK030103 農村の里山利用再生と住民の共同意識 伊藤 精晤 清水 裕子
ZK030104 名古屋市における緑と花の協定が緑化活動に与える影響について 森田 明子 佐々木 邦博
ZK030105 団地建替事業における緑の自主管理とコミュニティ 多摩平団地(東ブロック)を事例として 小島 和紀 笹原 武志 秋山 寛 石井 園美
ZK030106 市民参画の公園づくり体制 古河総合公園づくり円卓会議の試み 岩堀 康幸 菅 博嗣 中村 良夫
ZK030107 市民参加による緑のまちづくりセミナー 菊地 健太郎 菅 博嗣 中原 一郎
ZK030108 市民による緑化活動のネットワークと活性化について 交流を促進するデータベースづくりと活用 菊地 健太郎 永井 昌子 根岸 茂 中原 一郎
ZK030109 東京ガス環境エネルギー館における屋上ビオトープの教育的活用について 「生き物図鑑づくり」ワークショップを事例として 天野 智英 嶋野 弥名子
ZK030110 造園的視座から実践した出前授業の報告 清田 秀雄 荻野 淳司 鈴木 佳代
ZK030111 保育園・幼稚園・小、中学校におけるみどりの発生財利用の可能性について 清田 秀雄 荻野 淳司 鈴木 佳代
ZK030112 産業廃棄物のリサイクルによる薄層マットを用いた屋上緑化に関する研究 横溝 明 中島 美野子 荻野 淳司 島田 正文 笹田 勝寛 河野 英一 弘元 佐知
ZK030113 木質チップの循環利用における土壌・植生への影響に関する基礎的研究 笹田 勝寛 島田 正文 河野 英一 荻野 淳司 石井 匡史
ZK030114 狩野派の絵画と青石 佐藤 水紀 小林 章
ZK030115 日比谷公園の造園建設技術 丹羽 桂太郎 小林 章
ZK030116 3級造園技能検定実技課題における作業工程の分析 内田 均 入江 彰昭 見留 秀明
ZK030117 造園関係教育機関における実習教育の現状と課題 内田 均 入江 彰昭 岩間 陽 井上 花子

第Ⅱ会場
ZK030201 子規庵庭園復原に関する基礎的調査 古山 道太 服部 勉
ZK030202 『作庭記』の「枯山水」と『築山庭造伝(前・後編)』の「平庭」 飛田 範夫 船川 満理
ZK030203 静岡県中部の小・中学校歌に詠み込まれた風景に関する研究 永田 雄亮
ZK030204 文化的景観に関するW.LIPPの「記念物概念の時間と空間」論 赤坂 信
ZK030205 日本における森林美学導入期での田村剛の役割 清水 裕子 伊藤 精晤
ZK030206 自然風景地における環境問題の相互関係とその特性 半田 陽子 古谷 勝則
ZK030207 林内景観から見た雑木林の管理範囲に関する研究 宮崎 政雄 麻生 恵
ZK030208 都市近郊コナラニ次林における林床植生復元のための立入禁止措置の効果 根本 淳 吉田 正典 中尾 史郎 山田 宏之 中島 敦司 養父 志乃夫
ZK030209 在来タンポポ及び雑種タンポポの分布と景観構造の関連解析 つくば市の事例 井出 任 山野 美鈴 芝池 博幸
ZK030210 屋上緑化における植栽密度及び潅水の有無が屋上の熱環境に与える影響 山本 奈美 川島 茂人 村上 暁信 渡辺 達三
ZK030211 利用者にとつて安全で快適なオープンスペースの熱環境に関する研究 小木曽 裕 山本 幹雄 山田 宏之 加藤 修 小澤 なおみ
ZK030212 スナゴケ植栽による夏季日中の気温緩和効果について 須崎 裕一 野口 和裕 山本 喜正 涌井 史郎 飯島 健太郎
ZK030213 台湾及び小笠原産Zoysia tenuifoiiaの種子発芽特性 張 文三 鈴木 貢次郎 近藤 三雄
ZK030214 セダム属各種の月別引き抜き抵抗力について 飯島 健太郎
ZK030215 土壌容積の異なる条件下におけるセダム属各種の生育について 飯島 健太郎
ZK030216 屋上ビオトープにおいて自然土壌を用いた場合の有効性 東京ガス環境エネルギー館の事例から 嶋野 弥名子 高橋 孝三
ZK030217 バラの品種分化と雑種強勢について 武村 敏彦

第Ⅲ会場
ZK030301 外国人の目から見た東京の緑・公園緑地の評価に関する研究 富田 純子 水庭 千鶴子 近藤 三雄

ZK030302 城下町松代における武家屋敷庭園の評価と保全
「お庭拝見」という企画を通した参加者、庭園の所有者、企画者側によ
る評価

横矢 美和 佐々木 邦博

ZK030303 桐蔭学園メモリアルアカデミウム・アクアテラスの快適性と心理的効果 金子 聡 岩井 透江 涌井 史郎 油井 正昭 飯島 健太郎
ZK030304 南京市古林公園における総合管理システムの分析と評価 李 玉紅 金子 忠一 蓑茂 寿太郎
ZK030305 動物園における利用サービスに関する考察 横浜市動物園「ズーラシア」を事例として 石橋 麻実子 金子 忠一
ZK030306 天竜川流域における新旧写真風景の比較研究 平岡 直樹
ZK030307 竹田市岡城跡における眺望およびシークエンス景観の分析 加藤 祐介 吉田 博宣
ZK030308 広島県豊町における文化景観を活かした地域づくり 西山 隆士
ZK030309 松本市中心市街地における歴史的資源による地域活性化の考察 前田 周作 伊藤精晤
ZK030310 里山の分布状況と里山に位置する城館遺構の植栽整備状況との関係 宮内 泰之 田畑 貞寿
ZK030311 海水温浴施設の取水システムの計画と実際 谷本 都栄 本城 薫子 福岡 孝純
ZK030312 東京美術学校における「紀念植樹會」の活動について 西村 公宏
ZK030313 都市近郊の私鉄沿線における緑地分布の変遷から見た緑地の創出・保全 大橋 加菜 吉田 博宣
ZK030314 三富新田集落における交通の発展からみた土地利用の変遷 丸木 英明 田代 順孝
ZK030315 緑地保全における市民参加システム形成に係る研究 山田 和司

第Ⅳ会場＜ポスターセッション＞
ZKＰ030401 西洋から見た日本風景の評価 青木 陽二
ZKＰ030402 都市域における緑地の連続性とコゲラの利用状況の関係について 横浜市港北ニュータウンを例として 吉田 勢 吉崎 真司
ZKＰ030403 新たに出現したダム湖岸環境に成立した植物群落に関する一報告 大井川中上流域の長島ダムを例として 庄司 顕則 吉崎 真司
ZKＰ030404 スナゴケ植栽による断熱ならびに気温暖和効果について 須崎 裕一 川嶋 圭司 荒井 朋子 有間 智 山口 秀一郎 涌井 史郎 飯島 健太郎 野口 和裕 山本 喜正 　
ZKＰ030405 桐蔭学園メモリアルアカデミウム・アクアテラスの快適性と視覚認識特性について 岩井 透江 金子 聡 中村 直子 大宮 麻子 福島 直実 大和 恵 涌井 史郎 油井 正昭 飯島 健太郎
ZKＰ030406 特養介護施設録の郷におけるQOLの維持と向上を目標とした園芸作業の導入と評価 園芸活動プログラムの提案 郡司 敏幸 山口 秀一郎 阿部 文子 丹羽 正 涌井 史郎 飯島 健太郎 渡辺 博 小川 昌宏 濱谷 透
ZKＰ030407 快適な公園生活をめざして 町田市における公園管理運営の現状とこれから 岩間 貴之 齋藤 秀晃 鈴木 諭 甲賀 麻里子
ZKＰ030408 大規模都市公園における自生植物の保護と活用 国営武蔵丘陵森林公園における取り組み 石川 真咲
ZKＰ030409 多種多様な剪定残材の炭化処理に関する基礎的研究 久野 利幸 濱野 周泰


